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１ 

壱岐市附属機関設置条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

 ア 市長の附属機関  ア 市長の附属機関  

名称 担任する事務 

（中略） （中略） 

壱岐市自治基

本条例審議会 

壱岐市自治基本条例策定に関し必要な事項を

調査審議すること。 

壱岐市行政区

設置検討委員

会 

コミュニティ活動を推進するための組織の設

置に関し必要な事項を調査検討すること。 

壱岐市人口減

少対策会議 

壱岐市の人口減少対策に関すること。 

（以下略） （以下略） 
 

名称 担任する事務 

（中略） （中略） 

壱岐市自治基

本条例審議会 

壱岐市自治基本条例策定に関し必要な事項を

調査審議すること。 

 

 

 

 

壱岐市人口減

少対策会議 

壱岐市の人口減少対策に関すること。 

（以下略） （以下略） 
 

 

 イ 教育委員会の附属機関  イ 教育委員会の附属機関  

名称 担任する事務 

（中略） （中略） 

壱岐市歴史文

化基本構想策

定委員会 

壱岐市歴史文化基本構想の策定に関し、必要

な事項を調査審議すること。 

 

名称 担任する事務 

（中略） （中略） 

壱岐市歴史文

化基本構想策

定委員会 

壱岐市歴史文化基本構想の策定に関し、必要

な事項を調査審議すること。 

壱岐市文化財

展示施設再編

計画検討委員

会 

文化財展示施設の再編計画について協議し、

及び検討すること。 

 

 

   



２ 

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則及び附則 （略） 本則及び附則 （略）  

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）  

区分 報酬の額（円） 費用弁償 

（中略） （中略） 
（中略） 

壱岐市

職員等

の旅費

に関す

る条例

に規定

する一

般職員

の旅費 

３８ 壱岐市歴史文化基

本構想策定委員会 

委員長 日額 ６，１００ 

委員 日額 ５，７００ 

  

３９ スポーツ推進委員 日額 ５，７００ 

４０ 奨学生選考委員 日額 ５，７００ 

４１ いきっこ留学制度運営委

員 

日額 ５，７００ 

４２ 学校給食運営委員 日額 ５，７００ 

４３ 盈科小学校学校医、石田

小学校学校医、郷ノ浦中

学校学校医、芦辺中学校

学校医 

年額 １９２，０００ 

４４ 前項以外の市内小中学校

学校医 

年額 １２８，０００ 

４５ 盈科小学校学校歯科医、

石田小学校学校歯科医、

郷ノ浦中学校学校歯科

医、芦辺中学校学校歯科 

年額 １８３，０００ 

区分 報酬の額（円） 費用弁償 

（中略） （中略） 
（中略） 

壱岐市

職員等

の旅費

に関す

る条例

に規定

する一

般職員

の旅費 

３８ 壱岐市歴史文化基

本構想策定委員会 

委員長 日額 ６，１００ 

委員 日額 ５，７００ 

３９ 壱岐市文化財展示

施設再編計画 

検討委員会 

委員長 日額 ６，１００ 

委員 日額 ５，７００ 

４０ スポーツ推進委員 日額 ５，７００ 

４１ 奨学生選考委員 日額 ５，７００ 

４２ いきっこ留学制度運営委

員 

日額 ５，７００ 

４３ 学校給食運営委員 日額 ５，７００ 

４４ 盈科小学校学校医、石田

小学校学校医、郷ノ浦中

学校学校医、芦辺中学校

学校医 

年額 １９２，０００ 

４５ 前項以外の市内小中学校

学校医 

年額 １２８，０００ 

４６ 盈科小学校学校歯科医、

石田小学校学校歯科医、

郷ノ浦中学校学校歯科

医、芦辺中学校学校歯科 

年額 １８３，０００ 

 



３ 

 医   

４６ 前項以外の市内小中学校

学校歯科医 

年額 １２２，０００ 

４７ 学校薬剤師 年額 ３０，０００ 

４８ 幼稚園園長 年額 ７７，０００ 

４９ 郷ノ浦幼稚園嘱託医 年額 １２８，０００ 

５０ 前項以外の市内幼稚園嘱

託医 

年額 ４２，６００ 

５１ 郷ノ浦幼稚園嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

５２ 前項以外の市内幼稚園嘱

託歯科医 

年額 ３７，３００ 

５３ 幼稚園薬剤師 年額 １８，７００ 

５４ 武生水保育所嘱託医 年額 １２８，０００ 

５５ 

 

 

前項以外の市内公立認可

保育所、へき地保育所及

び認可外保育施設（事業

所内保育施設を除く。）嘱

託医 

年額 

 

 

４２，６００ 

 

 

５６ 武生水保育所嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

５７ 前項以外の市内公立認可

保育所、へき地保育所及

び認可外保育施設（事業

所内保育施設を除く。）嘱

託歯科医 

年額 ３７，３００ 

５８ 石田こども園嘱託医 年額 １２８，０００ 

５９ 石田こども園嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

６０ 石田こども園薬剤師 年額 １８，７００ 

６１ 生活保護嘱託医 月額 ５２，０００ 

 医   

４７ 前項以外の市内小中学校

学校歯科医 

年額 １２２，０００ 

４８ 学校薬剤師 年額 ３０，０００ 

４９ 幼稚園園長 年額 ７７，０００ 

５０ 郷ノ浦幼稚園嘱託医 年額 １２８，０００ 

５１ 前項以外の市内幼稚園嘱

託医 

年額 ４２，６００ 

５２ 郷ノ浦幼稚園嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

５３ 前項以外の市内幼稚園嘱

託歯科医 

年額 ３７，３００ 

５４ 幼稚園薬剤師 年額 １８，７００ 

５５ 武生水保育所嘱託医 年額 １２８，０００ 

５６ 前項以外の市内公立認可

保育所、へき地保育所及

び認可外保育施設（事業

所内保育施設を除く。）嘱

託医 

年額 

 

 

４２，６００ 

 

 

５７ 武生水保育所嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

５８ 前項以外の市内公立認可

保育所、へき地保育所及

び認可外保育施設（事業

所内保育施設を除く。）嘱

託歯科医 

年額 ３７，３００ 

５９ 石田こども園嘱託医 年額 １２８，０００ 

６０ 石田こども園嘱託歯科医 年額 １２２，０００ 

６１ 石田こども園薬剤師 年額 １８，７００ 

６２ 生活保護嘱託医 月額 ５２，０００ 



４ 

６２ 生活保護嘱託精神科医 月額 ３３，０００ 

６３ 認知症地域支援嘱託医 月額 ２０，０００ 

６４ 産業医 年額 １２０，０００ 

６５ その他の附属機関の構成

員及び非常勤職員 

予算の範囲内で市長

が定める額 

 

 

６３ 生活保護嘱託精神科医 月額 ３３，０００ 

６４ 認知症地域支援嘱託医 月額 ２０，０００ 

６５ 産業医 年額 １２０，０００ 

６６ その他の附属機関の構成

員及び非常勤職員 

予算の範囲内で市長

が定める額 
 

   

 



５ 

壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 （略） 第１条 （略）  

（特殊勤務手当の種類）  （特殊勤務手当の種類）  

第２条 家畜診療所の獣医師の特殊勤務手当の種類は、獣医師手

当及び予防接種手当とする。 

第２条 家畜診療所の獣医師の特殊勤務手当の種類は、獣医師手

当、指定獣医師技術手当及び予防接種手当とする。 

 

第３条及び第４条 （略） 第３条及び第４条 （略）  

 （指定獣医師技術手当）  （指定獣医師技術手当）  

第５条 指定獣医師手当は、個別に自衛防疫業務を行った獣医師

に対し予算の範囲内で、１頭１２５円以内を支給することがで

きる。 

第５条 指定獣医師技術手当は、個別に自衛防疫業務を行った獣

医師に対し予算の範囲内で、１頭当たり一般社団法人長崎県畜

産協会が定める獣医師技術料の２分の１以内を支給することが

できる。 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

６ 

壱岐市敬老祝金条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 （略） 第１条 （略）  

 （支給対象者）  （支給対象者）  

第２条 祝金は、当該年度の４月２日から次年度の４月１日の間

において、７７歳、８８歳及び１００歳に到達する者で、９月

１日（１００歳の年齢に到達する者にあっては当該者が１００

歳に達する日）現在、壱岐市に引き続き１年以上住所を有する

者に対して支給する。 

第２条 祝金は、当該年度において、８８歳及び１００歳に到達

する者で、９月１日（１００歳の年齢に到達する者にあっては

当該者が１００歳に達する日）現在、壱岐市に引き続き１年以

上住所を有する者に対して支給する。 

 

 （支給の決定）  （支給の決定）  

第３条 祝金の支給は、前条の規定によりその権利を有する者

（以下「受給権者」という。）の提出した敬老祝金支給申請書

（別記様式）に基づいて市長が決定する。 

第３条 祝金の支給は、前条の規定によりその権利を有する者

（以下「受給権者」という。）が提出する祝金の支給に係る申

請書に基づいて市長が決定する。 

 

 （祝金の支給時期及び支給額）  （祝金の支給時期及び支給額）  

第４条 祝金の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。 第４条 祝金の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。  

区分 支給時期 支給額 

７７歳 ９月以降 １０，０００円 

８８歳 ９月以降 ２０，０００円 

１００歳 誕生日以降 １００，０００円 
 

区分 支給時期 支給額 

８８歳 ９月以降 １０，０００円 

１００歳 誕生日以降 １００，０００円 
 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

７ 

壱岐市介護保険条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第４条まで （略） 第１条から第４条まで （略）  

 （保険料率）  （保険料率）  

第５条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における保険

料率は、次の各号に掲げる法第９条第１号に規定する第１号被

保険者（以下「第１号被保険者」という。）の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

第５条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料

率は、次の各号に掲げる法第９条第１号に規定する第１号被保

険者（以下「第１号被保険者」という。）の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）第３８条第１項第１号に掲げる者 ３６，

８００円 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）第３８条第１項第１号に掲げる者 ３８，

９００円 

 

 (2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４４，２００円  (2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４６，７００円  

 (3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５５，３００円  (3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５８，４００円  

 (4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６６，３００円  (4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ７０，０００円  

 (5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７３，７００円  (5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７７，８００円  

 (6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８８，４００円  (6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９３，４００円  

 (7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９５，８００円  (7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 １０１，２００円  

(8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１０，６００円 (8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１６，８００円  

 (9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １２５，３００円  (9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３２，３００円  

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る平成３０年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、３３，１００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保

険料率は、同号の規定にかかわらず、２３，３００円とする。 

 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２７，６００円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、３８，９００円とす

る。 

 

４ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減 ４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減  



 

８ 

額賦課に係る令和２年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２２，１００円とする。 

額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、５４，５００円とす

る。 

５ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、４０，５００円とする。 

  

６ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和２年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、３６，８００円とする。 

  

７ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、５３，４００円とする。 

  

８ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和２年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、５１，６００円とする。 

  

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



９ 

壱岐市Ｕ・Ｉターン漁業就業者住宅の設置に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 （略） 第１条 （略）  

 （名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条 漁民住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 漁民住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。  
 

名称 位置 

蔵谷漁民住宅 壱岐市勝本町西戸触１４１番地２４ 

長島漁民住宅 壱岐市郷ノ浦町長島３１番地２ 

 (1) 名称 蔵谷漁民住宅 

 (2) 位置 壱岐市勝本町西戸触１４１番地２４ 

 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  
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